
 
   

 

 

 

 

    

   カトリック小田原教会の守護聖人

      幼いイエスの聖テレジア  

  

 

2 月 ちょっと一言 

                                

主任司祭 鵜飼好一 

 
1 月も下旬になって、4年ぶりの大雪と今年一番の寒気を迎え、いよいよ冬の寒さも厳しくなってきました。

箱根もきっと沢山の雪が降り、普段の景色は一転してしまったのではないかと思います。 

さて、お正月が終わり、2月を迎えると社会では新年度を迎えるための準備が忙しくなります。日本の社会

では 4月から学校も会社も新入生や新入社員を迎えて新年度の活動が始まります。学生たちにとっては期末試

験や入学試験の時期できっと大変な思いをしているのではないかと思います。 

教会では四旬節を迎え復活祭に向けての準備が始まります。四旬節の初めは灰の水曜日ですが、今年は 2月

14 日です。そして、4月 1日の復活祭後に新年度の様々な教会の活動が新たに始まります。今年は復活祭に

何人かの洗礼を受ける方がいらっしゃいますので、新しいメンバーを迎えて、一緒に歩み始めることができる

ことは大きな恵みです。 

四旬節には洗礼志願者と共に準備をいたします。四旬節の務め、「祈り、節制、愛のわざ」をもって準備し

ましょう。四旬節の黙想会もあります。「十字架の道行きの祈り」はロザリオの祈りと同様、伝統的な教会の

祈りですが、わたしたちの信仰生活を豊かにする大変すばらしい祈りです。神さまの恵みを豊かにいただく「ゆ

るしの秘跡」に預かり、毎日神と共に歩む喜びを新たにいたしましょう。また、愛のわざの一つとして、助け

を必要としている人々のため「四旬節愛の献金」に協力いたしましょう。 

復活祭を祝うことは私たちの信仰生活の土台となる神の救いのみわざの神秘を祝うことです。私たち一人ひ

とりが、更に豊かに救いの恵みに生かされることができますように！
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【典礼部】祈る力を育てる部門 
★2月１４日（水）10:00 灰の水曜日のミサが行

われます。 
去年の枝がお手元にある方は、２/１１（日）ま

でにお持ちください。 
  
★2月２５日（日）14:00 の英語ミサは黙想会の

ため行われません。 

 
 No English Mass on Feb. 25th 

  
 

★四旬節黙想会  
日  時：２月２５日（日）四旬節第２主日 

 指導司祭：井上武師（レデンプトール会） 
テ ー マ：『主に愛された弟子』 
スケジュール：10:00 ミサ  （休憩） 

11:00 第１講話（休憩） 
12:00 第２講話（休憩） 
13:00 昼食 
14:00 ゆるしの秘跡 

※昼食は各自ご持参ください。 
※スケジュールはあくまで予定です。当日の進行

により時間が多少変更になる場合がありますの

でご了承ください。 
  

 

 

 

★四旬節中のゆるしの秘跡については、主日のミ

サの前後に司式司祭に申し出てください。 
その他の日に受けたい方は主任司祭に直接お申

し込みください。 
  

 
★十字架の道行きの日程は裏面の２月予定表をご

覧ください。 
  
 

 

★教区典礼研修会のお知らせ  
日 時：２/１２（月・祝）10:00～16:00 
場 所：カトリック藤沢教会 
テーマ：『教会共同体の中で、段階的に育まれる

入信の道』 
参加を希望される方はマリア学院の申し込み用紙

にお名前をお書きください。 
後日詳細をお知らせ致します 

（申し込み〆切２/４） 

 ★第６地区合同堅信式のお知らせ 
日 時：１０/２８（日）13:00 
場 所：カトリック平塚教会 
司 式：梅村司教様 
堅信の秘跡を希望される方は、主任司祭または、

典礼担当者までお申し出ください。 
	   
【宣教部】信仰を伝える力を育てる部門 
★1 月 21 日（日）新成人の祝福式がありました。 

 

★第６地区中高生春合宿 

3 月 17 日（土）～18日（日）二宮教会でワンダ

フルな時を一緒に過ごしましょう。 

 

【福祉部】神の愛を証する力を育てる部門  
 ★昨年 3月末に、有志で「ラルシュ・かなの家」

を訪問しました。 

彼らやスタッフの笑顔、体全体から発するエネル

ギーに、「かなの家」の歴史と成長を感じた一日で

した。 

  手元にある「かなせっけん」の袋より 

ラルシュ（コミュニティ）かなの家は知的障害を持

った人を中心に、その人たちに与えられた素晴らし

さに照らされて生きようとする円居（まどい）、家

庭です。 

競争ではなく、人を大切にする家族が広がり、 

この社会が温かい心の通い合うものと成りますよ

うに。 

障害を持った人も一人の人として生きれるように。 

  

★日本カトリック障害者連絡協議会（カ障連）  

横浜全国大会 

10 月 20～21 日 聖光学院で開催されます。 

  

 

【財務部】 
★四旬節愛の献金について    

2 月 14 日の灰の水曜日から 3月 29 日の聖木曜

日まで愛の献金が始まります。この四旬節を実り豊

かに過ごすために私たちには祈りや節制、施しなど

が勧められています。教会ではこの「施し」の部分

を愛の献金という形にして集め、カリタスジャパン

横浜支部へ送っています。 

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 
  
【ヨゼフ会】 



★２月１８日（日）新会長の選出とヨゼフ会の今後

を話し合う本年度最後の大切な定例会です。 

主日ミサに続く「十字架の道行き」の後、マリア学

院２階集合です。是非ご参加ください。 

 

 

【ロザリオ会】 
★2月 2日（金） 

2 月の例会 10：40～12：30 の中で 

「神父様を囲んでの昼食会」を予定しています。 

会費 900 円（含昼食代）出席希望者は 1/28（日）

迄にマリア学院のテ-ブルの上に用紙が有りますの

で記入してください。 

 

★2 月１９日（月）10：00～12：00  

世界祈祷日のリハ-サルを行います。 

関係者は打ち合わせが有りますので 9時 30 分 

に集合ください 

 

 

「日曜カフェ」 
★炊き出し奉仕のため、２月の日曜カフェはお休み

します。日曜カフェは３月から通常通りオープンし

ます。 

 

 

 

・・・教会委員長よりひと言・・・ 

一寸先の事は全く分からない私ですが、一酸化炭

素中毒と云う得がたい経験をした後で日常に戻る

と平凡な毎日が真に美しい事に気づかされました。

菜の花も満開です。早春を楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

【地区準備会より】 

★お住まいの地区毎に信徒の繋がりが持てるよう

に準備を進めています。 

 

つきましては、みなさんの名札にも地区が分かるよ

うにカラーシールを貼付することにしました。 

 

2 月 11 日（日）より名札の左上に下記地区別シ

ールが貼れるように準備しますのでご協力をよろ

しくお願いします。 

 

①下大井・螢田・飯田岡・中曽根 

蓮正寺・荻窪・扇町・清水新田・栢山 

曽比・多古・小台・穴部・北窪・堀之内 →赤色 

 

②板橋・久野・早川・南町・入生田・風祭→橙色 

 

③中町・城山・栄町・寿町・東町・本町 

 浜町・酒匂             →黄色 

                      

④湯河原町 吉浜・中央・土肥 

 伊東市  宇佐美・富戸 

 熱海市  伊豆山・春日山・上都賀 

 小田原市 江の浦          →緑色 

              

⑤大井町 金子・西大井 

 開成町 牛島・延沢・吉田島・円通寺 

 南足柄市 広町・関本・狩野・福泉・中沼 

・怒田 

 和田河原・沼田・岩原・塚原・生駒・飯沢 

 矢倉沢 

 秦野市 堀川 

 松田町 惣領            →水色  

                  

⑥小田原市 千代・中里・別堀・前川・矢作 

国府津・下堀・鴨宮・南鴨宮      →青色 

                 

⑦箱根町 強羅・宮城野・元箱根 

    仙石原・湯元・底倉    →ピンク色  

 

 

 

 

 



2018 年 2 月のミサ時間・その他 

日 曜日 教会暦と典礼 時間 行事・部会 講座・講演 活動 

横浜

教区 

第６

地区 

1 木         太極拳 19:00   

2 金 主の奉献の祝日のミサ 10:00 ロザリオ会10:40       

3 土 ミサはありません     入門講座 19:30 

4 日 

年間第５主日集会祭儀 10:00 祭儀後、映画鑑賞会       

    
【ローマ法王になる日ま

で】 
      

5 月 日本 26聖人殉教者（祝）       太極拳 10:30   

6 火 聖アガタおとめ殉教者（記）     聖書 100週間A10:00     

7 水       キリスト教講座9:30    ・入門講座19:00   

8 木       キリスト教講座10:00  ・太極拳 19:00 

9 金 週日のミサ 10:00   聖書 100週間 B10:30     

10 土 年間第６主日のミサ 18:00 教会委員会14:00 入門講座 19:30 

11 日 
年間第６主日ミサ 10:00 教会学校 9:00        

司式 オボス師   炊き出し⑨   
 

  

12 
祝・

月 
        典礼研修会10:00 藤沢 

13 火             

14 水 
灰の水曜日ミサ 10:00   入門講座 19:00     

司式 鵜飼師           

15 木       聖書の分かち合い10:00 ・太極拳 19:00 

16 金 
十字架の道行き 9:30   聖書の分かち合い10:30     

週日のミサ 10:00     
 

  

17 土 四旬節第１主日のミサ 18:00   入門講座 19:30 

18 日 

四旬節第１主日ミサ 10:00 ヨゼフ会 11:30       

司式 鵜飼師       
 

  

十字架の道行き ミサ後         

19 月     
世界祈祷日リハーサル

10:00 
  太極拳 10:30   

20 火     典礼部会 10:00 聖書 100週間A10:00     

21 水       キリスト教講座9:30    ・入門講座19:00   

22 木 聖ペトロの使徒座(祝）     キリスト教講座10:00  ・太極拳 19:00 

23 金 
十字架の道行き 9:30   聖書 100週間 B10:30     

週日のミサ 10:00     
 

  

24 土 四旬節第２主日のミサ 18:00   入門講座 19:30 

25 日 

四旬節第２主日ミサ 10:00 教会学校 9:00        宣教部会１４:00 

司式 井上師   黙想会講話   
 

平塚 

（レデンプトール会） 
  ゆるしの秘跡の後 茶話

会 
      

                            No English Mass on Feb. 25th 
  

  

26 月         太極拳 10:30   

27 火             

28 水       入門講座 19:00     

                

3 月 
      

1 木         太極拳 19:00   

2 金 世界祈祷日 10:30         

3 土 四旬節第 3主日のミサ 18:00   入門講座19:30 

4 日 四旬節第 3主日ミサ 10:00         

5 月         太極拳 10:30   

 


